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1. 画面(メニューボタン)

1-1．ボタン配置と基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4



【KC-01】ボタン配置と基本操作

ボタン配置と基本操作

端末のボタン配置と基本操作について、以下の図で確認してください。

ボタン配置

⾳量UPキー

⾳量DOWNキー

バックキー

アプリ履歴キー

ホームキー

電源キー

4
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詳細 / 操作

①イヤホンマイク端子
②電源キー :電源を⼊れる/切るときな
どに使用します。

③近接/照度センサー:通話中に顔の接近
を感知し、タッチパネルの誤動作を防止し
たり、画面の明るさの自動制御に使用し
たりします。

④着信/LED
⑤受話部(レシーバー):「スマートソニックレ
シーバー(R)」で通話中の相手の方の声
が聞こえます。

⑥インカメラ(レンズ部)
⑦タッチパネル
⑧バックキー :直前の画面に戻ります。
または、ダイアログボックス、オプションメ
ニュー、通知パネルなどを閉じます。

⑨ホームキー :ホーム画面に戻ります。
１秒以上押すと、「Google」アプリを起
動できます。

⑩アプリ履歴キー :最近使ったアプリを
表示します。

⑪カメラキー :１秒以上押すと、カメラ
が起動します。

⑫スピーカー
⑬サブアンテナ※

⑭Wi-Fi(R)/Bluetooth(R)アンテナ※

⑮メインアンテナ※

⑯ライト
⑰アウトカメラ(レンズ部)
⑱GPS/サブアンテナ※

⑲背面カバー:背面カバーを取り外して、電
池パックを取り外すと、microSIMカード
挿⼊口とmicroSD(TM)メモリカード挿
⼊口があります。

⑳⾳量UP/DOWNキー :⾳量を
調整します。

(⾳量DOWNキー)を押し続ける
と、マナーモードを設定できます。

㉑送話口(マイク)
㉒外部接続端子:充電時に使用します。

※アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近
を手で覆ったり、シールなどを貼ったりしないでください。
通話/通信品質に影響を及ぼす場合があります。
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2. タップスライド

2-1．タッチパネルの操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7



【KC-01】タップ/スライドの操作方法

タッチパネルの操作方法

タッチパネルの操作方法について、以下の図で確認してください。

7

■タッチパネルの操作方法

画面に軽く触れて、すぐ
に指を離します。また、
2回連続で同じ位置を
タップする操作をダブル
タップと呼びます。

タップ/ダブルタップ

スライド
画面内で表示しきれな
いときなど、画面に軽く
触れたまま、目的の方
向へなぞります。

ピンチ
2本の指で画面に触れ
たまま指を開いたり(ピ
ンチアウト)、閉じたり
(ピンチイン)します。

ロングタッチ
項目などに指を触れた
状態を保ちます。

フリック(スワイプ)
画面を指ですばやく上
下左右にはらうように操
作します。

ドラッグ
項目やアイコンを移動
するときなど、画面に軽
くふれたまま目的の位
置までなぞります。
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3. マナーモードの設定方法

3-1．「電源キー」から設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

3-2．「⾳量キー」から設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10



ご注意ください。
・マナーモード中でもカメラのシャッター⾳や録画開始/終了⾳は鳴ります。
・マナーモード設定中にアプリによっては、⾳量UP/⾳量DOWNキーを押すと⾳量を調整でき
ます。

1. 電源キーを(1秒以上)⻑押しすると、左のような画面が表示さ
れます。「ミュート」または「バイブレーション」のアイコンをタップする
と、マナーモードに設定できます。

【KC-01】マナーモードを設定したい

「電源キー」から設定する

マナーモードの設定方法をご紹介します。

Android4.4.4

9
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「⾳量キー」から設定する

1. 「⾳量DOWNキー」を押すと、着信⾳量が1段階下がります。

2. 「⾳量DOWNキー」をロングタッチ(指で⻑押し)すると、マナー
モードのオン/オフが設定できます。

Android4.4.4
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4. 通知パネル

4-1．通知パネルの表示方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

4-2．通知パネルでできること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

4-3．ご参考 機能アイコンについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

4-4．通知パネルの設定画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

4-5．表示項目の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

4-6．通知パネルの項目並び替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

4-7．通知パネルのON/OFF設定並び替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

4-8．通知LEDと状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

4-9．主な通知アイコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

4-10．主なステータスアイコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25



【KC-01】通知パネル(ステータスバーを下にスライドで表示)から、ワンタッチ操作で
どんなことができますか

通知パネルの表示方法

通知パネルから、各設定の切り替えなどを⾏うことができます。

Android4.4.4

1. ステータスバー(画面上部)付近に指を置き、下にスライドさせる
事で表示されます。

12
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通知パネルでできること

Android4.4.4

① メニューボタン
「通知パネル設定」を選択すると、通知パネルに表示したい項
目の設定、項目の並び替えなどを編集できます。
「端末設定」を選択すると、設定メニューを表示します。

② 編集ボタン
機能アイコンの並び替えができます。

③ 機能アイコン
よく使う機能のオン/オフを設定します。

④ 通知を消去
タップすると通知をすべて消去します。(一部消去できない表示
もあります)

⑤ お知らせエリア
KC-01の状態やお知らせの内容を確認できます。情報によっ
ては、タップすると対応するアプリを起動できます。

⑥ 閉じるタブ
上にスライドすると通知パネルを非表示にします。

機能アイコンは「⻘:機能のオン」 「グレー:機能のオフ」を表します。

③

⑤

①

④

②

⑥
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• Wi-Fi(R):Wi-Fi(R)のオン/オフ切り替えができます。

• 位置情報:GPS機能のオン/オフ切り替えができます。

• マナー:マナーの切り替えができます。

• 画面回転:画面の向きを自動的に回転させる機能のオン/オフ切り替えができます。

• 明るさ:画面の明るさを調整できます。

• エコモード:エコモードのオン/オフ切り替えができます。

• 機内モード:機内モードのオン/オフ切り替えができます。

• Bluetooth(R):Bluetooth(R)のオン/オフ切り替えができます。

• テザリング:テザリングのオン/オフ切り替えができます。

• 着信非表示:着信時に相手の名前や画像などを表示しないように設定できます。

ご参考
機能アイコンについて



【KC-01】通知パネルの設定をしたい

通知パネルの設定画面

通知パネルの設定方法をご紹介致します。

Android4.4.4

1. ステータスバーを下にスライドします。

2. 赤い囲みをタップします。

15
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3. 「通知パネル設定」をタップします。

4. 通知パネル設定画面が表示されます。
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表示項目の設定

1. 「表示項目」をタップします。

2. 通知パネルに表示する表示項目を選択し、タップします。
※今回は月間カレンダーを追加します。

Android4.4.4
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3. 手順2で選択した表示項目にチェックが付きます。

4. 「OK」をタップします。



19

5. 「バック」キーをタップします。

6. 手順2で選択した表示項目が通知パネルに表示されます。
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通知パネルの項目並び替え

1. 「項目並び変え」をタップします。

2. 並び替えたい項目をロングタッチ(指で⻑押し)します。
※今回は「月間カレンダー」を並び替え設定します。

Android4.4.4

ご参考
ロングタッチ(指で⻑押し)すると選択した項目に⻘い枠が表示さ
れます。

ロングタッチ
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3. 移動したい場所へスライドします。

4. 「OK」をタップします。

移動したい場所
へスライド
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通知パネルのON/OFF設定並び替え

1. 「編集」をタップします。

2. 並び替えたいアイコンをロングタッチ(指で⻑押し)します。
※今回は「エコモード」を並び替え設定します。

Android4.4.4

ご参考
ロングタッチ(指で⻑押し)すると選択したアイコンが⻘くなります。

ロングタッチ
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3. 移動したい場所へスライドします。

4. 「OK」をタップします。

移動したい場所へ
スライド



【KC-01】通知ランプ(通知LED)や通知アイコン(ピクト表示)の意味が知りたい

通知LEDと状態

通知ランプや通知アイコンの意味は、以下で確認してください。

24

• 赤の点灯・・・充電中である事を示す。
• 緑の点滅※・・・不在着信、新着情報がある事を示す。
• 消灯・・・充電完了。
※画面消灯中に点滅します。

通知LED
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主な通知アイコン

主なステータスアイコン

通知アイコン

ステータスアイコン

※1ホーム画面などの別の画面に切り替えると表示されます。
※2⾼温環境での⻑時間使用はやけど(⾼温･低温)などのおそれがありま
すのでご注意ください。
端末が⾼温となった場合、使用条件および安全面を考慮し、機能を
止めたり、電源オフになることがあります。

■主な通知アイコン
:新着Eメールあり
:新着Gmailあり
:新着SMSあり
:着信中/発信中※1/通話中※1

:不在着信あり
:Wi-Fi(R)オープンネットワーク利用可能
:エラーメッセージ/注意メッセージ/⾼温状態メッセージ※2
:エコモードをオンに設定中

■主なステータスアイコン
:電波状態
:圏外
:LTE使用可能
:Wi-Fi(R)接続中
:Wi-Fi(R)通信中
:機内モード設定中
:マナーモード(バイブレーション)に設定中
:マナーモード(ミュート)に設定中
:電池の状態
:充電中
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5. ⽂字⼊⼒

5-1．⼊⼒モードを日本語(ひらがな漢字)に切り替える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

5-2．テンキー⼊⼒とフルキー⼊⼒を切り替える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

5-3．⼊⼒モードを切り替える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

5-4．キーボードの表示サイズを変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

5-5．よく使う単語を登録する(辞書登録)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37



【KC-01】⽂字⼊⼒ / キーボードの切り替え方法が知りたい

⼊⼒モードを⽇本語(ひらがな漢字)に切り替える

文字⼊⼒に使用するソフトウエアキーボードの切り替えや、文字⼊⼒(日本語/英語)の切り替えをご紹介致
します。

Android4.4.4

1. ソフトウエアキーボード左下の「文字」を「あ」が⻘くなるまでタップ
します。

2. ⼊⼒モードが日本語(ひらがな漢字)に切り替わりました。

27

ご参考
フルキーについても左下が「文字」になります。

ご参考
「文字」をタップすると以下の順番で⼊⼒モードが⻘くなります。

ひらがな漢字 半角英字 半角数字
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ご参考
ソフトウエアキーボードは「バック」キーをタップすると、非表示になり
ます。
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テンキー⼊⼒とフルキー⼊⼒を切り替える

1. ソフトウエアキーボードの「⻭⾞」をタップします。
※今回はテンキー⼊⼒からフルキー⼊⼒へ変更します。

2. 「テンキー⇔フルキー」をタップします。

Android4.4.4

ご参考
フルキーについては左下から4番目が「⻭⾞」になります。
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3. フルキー⼊⼒に変更されました。
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⼊⼒モードを切り替える

1. ソフトウエアキーボードの「⻭⾞」をタップします。

2. 「⼊⼒モード切替」をタップします。

Android4.4.4

ご参考
フルキーについては左下から4番目が「⻭⾞」になります。
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3. 切り替えたい⼊⼒モードをタップします。これで切り替え完了で
す。

ご参考
手順3で「⾳声⼊⼒」をタップするとGoogle⾳声⼊⼒を利用で
きます。
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キーボードの表示サイズを変更する

1. ソフトウエアキーボードの「⻭⾞」をタップします。

2. 「各種設定」をタップします。

Android4.4.4

ご参考
フルキーについては左下から4番目が「⻭⾞」になります。
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3. 「表示」をタップします。

4. 「キーサイズ」をタップします。



35

5. 縦画面時、横画面時のキーサイズを設定します。
※今回は縦画面129%で設定します。

6. 「OK」をタップします。

ご参考
縦画面:91%から129%の大きさで設定可能。
横画面:98%から125%の大きさで設定可能。
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7. キーボードの表示サイズが変更されました。



【KC-01】よく使う単語を登録したい

よく使う単語を登録する(辞書登録)

よく使う単語を登録する(辞書登録)方法をご紹介致します。

Android4.4.4

1. ソフトウエアキーボードの「⻭⾞」をタップします。

2. 「各種設定」をタップします。

37

ご参考
フルキーについては左下から4番目が「⻭⾞」になります。
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3. 「辞書」をタップします。

4. 登録するユーザー辞書をタップします。
※今回は日本語を選択します。
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5. 画面右上の赤い囲みをタップします。

6. 「登録」をタップします。



40

7. 読み、表記を⼊⼒します。
※今回は「きょう」と⼊⼒したら「今日の予定」が変換候補に表
示される設定をします。

8. 「保存」をタップします。
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9. よく使う単語の登録(辞書登録)が完了しました。
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6. ⽂字をコピー&ペーストする

6-1．文字をコピー(複製)する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

6-2．文字をペースト(貼り付け)する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45



【KC-01】⽂字をコピー&ペーストしたい

⽂字をコピー(複製)する

KC-01で、コピー(複製)とペースト(貼り付け)方法をご紹介致します。

Android4.4.4

1. コピー(複製)したい個所をロングタッチ(指で⻑押し)します。

2. ロングタッチ(指で⻑押し)した個所が画面のようにマーキングさ
れ、左右にアイコンが表示されます。アイコンを左右に広げて、コ
ピー(複製)する文字の範囲を調整します。

43

ロングタッチ
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3. コピーする文字をマーキングしたら、「Copy」をタップします。
これでコピー(複製)は完了です。
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⽂字をペースト(貼り付け)する

1. 文字を⼊⼒する際に、あらかじめコピー(複製)しておいた文字
をペースト(貼り付け)したい位置でロングタッチ(指で⻑押し)し
ます。

2. 「貼り付け」をタップします。

Android4.4.4

ロングタッチ
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3. ペースト(貼り付け)したい内容を選択します。

ご参考
• 「すべて削除」をタップすると貼り付け一覧の内容が削除され

ます。

• 貼り付け一覧の鍵マークをタップして有効にすると、「すべて
削除」をタップしても内容が削除されません。
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4. ペースト(貼り付け)が完了しました。
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7. ショートカット・ウィジェットを作成・削除する

7-1．ショートカットを作成・削除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

7-2．ショートカットを⼊れ替える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

7-3．ウィジェットを作成・削除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58



【KC-01】アプリのショートカット・ウィジェットを作成・削除したい

ショートカットを作成・削除する

ホーム画面上にショートカットやウィジェットを作成・削除する方法をご紹介致します。

Android4.4.4

1. ホーム画面を左右にスライドし、空きスペース表示をします。

2. 空きスペースがあるホーム画面が表示されます。

49

ホーム画面に空きスペースがないとショートカットは作成できません。
ご注意ください。左右にスライド
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3. ホーム画面をロングタッチ(指で⻑押し)します。

4. 「アプリ」をタップします。

ロングタッチ
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5. ショートカットを作成したいアプリをロングタッチ(指で⻑押し)しま
す。
※今回は「エコモード」のショートカットを作成します。

6. 画面上部の赤い囲みへアプリをスライドします。

ご参考
ショートカットを作成したいアプリが⾒つからない時は、左右にスラ
イドします。
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7. ショートカットが作成されました。

ショートカットの削除は、削除するアプリをロングタッチ(指で⻑押
し)し、画面上部へスライドします。
赤い「×削除」が表示された状態で、指を離せば削除完了です。

※ショートカットを削除しても、アプリのアンインストールはされませ
ん。

ご参考
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ショートカットを⼊れ替える

Android4.4.4

ご参考
ホーム画面の下部には左側に２つ、右側に２つの合計4つまで
ショートカットの作成が可能です。

画面下部の４つのショートカットはホーム画面を移動しても常に
同じショートカットが表示されるので、よく使うアプリのショートカット
に⼊れ替えると便利です。
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1. ホーム画面から⼊れ替えたいショートカットをロングタッチ(指で⻑
押し)します。
※ 今回は「ハングアウト」を「au SMS」に⼊れ替えます。

2. 画面上部の「×削除」へスライドします。

ロングタッチ
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3. 赤い「×削除」が表示された状態で、指を離します。

4. ショートカットを削除したスペースをロングタッチ(指で⻑押し)しま
す。

ショートカットを削除しても、アプリのアンインストールはされません。
ご参考

ロングタッチ
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5. 「アプリ」をタップします。

6. ⼊れ替えたいアプリをロングタッチ(指で⻑押し)します。
※今回は「au SMS」を選択します。

ご参考
⼊れ替えたいアプリが⾒つからない時は、左右にスライドします。

ロングタッチ
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7. 画面下部の赤い囲みへアプリをスライドします。

8. ショートカットの⼊れ替えが完了しました。



58

ウィジェットを作成・削除する

1. 「ウィジェット」をタップします。

2. 作成したいウィジェットをロングタッチ(指で⻑押し)します。
※今回は「月間カレンダー」を作成します。

Android4.4.4

ご参考
作成したいウィジェットが⾒つからない時は、左右にスライドします。

ロングタッチ
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3. 画面上部の赤い囲みへウィジェットをスライドします。

4. ウィジェットが作成されました。
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ご参考
ウィジェットの削除は、削除するウィジェットをロングタッチ(指で⻑
押し)し、画面上部へスライドします。
赤い「×削除」が表示された状態で、指を離せば削除完了です。

※ウィジェットを削除しても、ウィジェットのアンインストールはされま
せん。
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8. アプリをアンインストール(削除)する

8-1．アプリをアンインストール(削除)する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62



ご注意ください。

1. ホーム画面から「アプリ一覧」をタップします。

【KC-01】アプリをアンインストール(削除)したい

アプリをアンインストール(削除)する

アプリをアンインストール(削除)する方法をご紹介致します。

Android4.4.4
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2. 「設定」をタップします。

プリセットアプリは、アンインストール(削除)できない場合があります。

ご参考
画面左上の表示が「よく使う」もしくは「ダウンロード」になっている
場合「設定」が表示されない場合があります。「アプリ一覧」に
「設定」が表示されていない場合は、画面左上をタップし「すべ
て」に切り替えてください。
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3. 「アプリ」をタップします。

4. アンインストール(削除)するアプリをタップします。
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5. 「アンインストール」をタップします。

6. 「OK」をタップします。
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7. アンインストール(削除)完了です。


